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阿川弘之 春の城 新潮文庫
井伏鱒二編 少年少女文学風土記－ふるさとを訪ねて（広島） 泰光堂
井伏鱒二編 黒い雨 新潮文庫
竹内淑郎編 ぼく生きたかった－被爆二世史樹ちゃんの死 宇野書店
長崎県原爆被害者職員の会平和教育資料編集
委員会編

雲になってきえた－ナガサキのげんばくとくほん
初級用

長崎県教育員組合

津田定雄 ヒロシマにかける虹 春陽社
河村盛明 ひろしま文学紀行 ひろしま文庫
名越操 ヒロシマ母の記－史樹の死を生きて 平和文化社
中沢啓治 はだしのゲンはピカドンを忘れない 岩波書店
長田新　編 原爆の子（上）広島の少年少女のうったえ 岩波文庫
長田新　編 原爆の子（下）広島の少年少女のうったえ 岩波文庫
亀井博 昭和史を学ぶ高校生たち 平和文化社
大江健三郎 ヒロシマの「生命の木」 NHK
峠三吉 原爆詩集にんげんをかえせ 合同出版
峠三吉記念事業委員会 原爆詩集峠三吉没後35年記念復刻
児玉辰春・長澤靖 絵本　まっ黒なおべんとう 新日本出版
大田洋子 屍の街　半人間 講談社文庫
原民喜 原民喜　戦後金小説（上） 講談社文庫　
原民喜 原民喜　戦後金小説（下） 講談社文庫　
栗原貞子 The Songs of Hiroshima
小野充子 夏朋の少女たち ポプラ
持田郁子 夏草　ひろしまおぼえ書き 径書房
中沢啓治 はだしのゲン（１） 汐文社
中沢啓治 はだしのゲン（２） 汐文社
中沢啓治 はだしのゲン（３） 汐文社
中沢啓治 はだしのゲン（４） 汐文社
梶山雅子 歌集　花時計 角川書店
中沢啓治 はだしのゲン（５） 汐文社
中沢啓治 はだしのゲン（１） 汐文社
中沢啓治 はだしのゲン（２） 汐文社
中沢啓治 はだしのゲン（３） 汐文社
中沢啓治 はだしのゲン（４） 汐文社
中沢啓治 はだしのゲン（５） 汐文社
中沢啓治 はだしのゲン（６） 汐文社
中沢啓治 はだしのゲン（７） 汐文社
中沢啓治 はだしのゲン（８） 汐文社
中沢啓治 はだしのゲン（９） 汐文社
児玉辰春 ヒロシマ心の旅路 岩波書店
森本順子 わたしのヒロシマ 金の星社
生口十朗 白い夏 近代文芸社
田端展 被爆舞踏曲 渓水社
森下弘ほか 銀杏の木の巡礼 ワールドフレンドシップセンター
オルガ・ストルフコバ/佐々木昭一郎 レツルの黙示録 NHK出版
小田実 HIROSHIMA 講談社
木村靖子 白い町ヒロシマ 金の星社
永井隆 この子を残して サンパウロ
長田新　編 原爆の子　広島の少年少女のうったえ 岩波書店
中条一雄 原爆乙女 朝日新聞社
関千枝子 広島第二　女2年4組 筑摩書房
寺尾知史 きり絵画文集　原爆ヒロシマ 光人社
朝日新聞広島支局 原爆ドーム 朝日新聞社
小野山博子 原爆記 手帖舎
平山郁夫 画文集　平和への祈り 毎日新聞社
　田篠枝 耳鳴り 平凡社
森单海子 千人針 情報センター出版局
大野允子 ヒロシマ語り部の歌 汐文社
山本節子 原爆歌集　慰霊 真樹社　
山本康夫　 原爆歌集　閃光 真樹社
佐々木幸綱選 ヒロシマ百人一首 中国新聞社
蒲山久夫 「ヒロシマ」天使の歌－原民喜の残像 宝文館出版
松尾あつゆき 原爆句抄 新樹社
（財）広島平和文化センター 北東アジアの非核化と日本の役割
（財）広島平和文化センター 語ろう、核廃絶を－ヒロシマから21世紀に向けて
四国五郎 四国五郎平和美術館－Ⅰひろしまの母子像 四国五郎画集刊行委員会
四国五郎 四国五郎平和美術館－Ⅱひろしまの街 四国五郎画集刊行委員会
井上ひさし 父と暮らせば 新潮出版

広島平和文化センター
核廃絶の流れを確かなものに－地球市民として
なにをすべきか

桂芳久 光の祭場 晧星社
竹本成徳 最後のトマト 致知出版
八尾洋二・鈴木咲子 撫子 中央印刷
今石元久 原爆６０年の声 有文社
栗原貞子 栗原貞子全詩集 モリモト出版
広島女学院同窓会 平和を祈る人達へ 広島女学院同窓会
広島女学院同窓会 平和を祈る人達へ（英語版） 広島女学院同窓会
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今石元久 原爆６０年の声２００５年 有文社
「平和学習ヒロシマノート」編集委員会 平和学習ヒロシマノート 平和文化
鎌田定夫編 広島・長崎の平和宣言 平和文化
原小草 はらおぐさ　清鈴園開園記念詩集 西中国キリスト教社会事業団
広島大学 平和をもとめて－長田新編文追想記 広島大学新聞会
椎名麻紗枝 原爆犯罪 大月書店
広島県 広島県戦災史 第法規出版
広島市 広島原爆戦災誌第1巻 広島市役所
広島市 広島原爆戦災誌第2巻 広島市役所
広島市 広島原爆戦災誌第3巻 広島市役所
広島市 広島原爆戦災誌第4巻 広島市役所
広島市 広島原爆戦災誌第5巻 広島市役所
浜井信三 原爆市民ヒロシマとともに20年 朝日新聞
庄野直美 ヒロシマは昔話か 新潮社
今堀誠二 中国と私そしてヒロシマ 渓水社
荒木武 ヒロシマを世界へ ぎょうせい
堀場清子 原爆表現と検閲 朝日選書
中国新聞社 復刻版広島市街図 中国新聞　
森瀧一郎追悼集刊行委員会 人類は生きねばならぬ ニシキプリント
中国新聞社 検証ヒロシマ（1945‐1995） 中国新聞
平岡敬 国際司法裁判所における広島市長の陳述 市役所
広大原爆放医研 原爆関係蔵書目録（Ⅲ） 広島大学原爆放医研
中国新聞社 年表ヒロシマ－核時代50年の記録 中国新聞
Hitoshi Takayama Hiroshima in Memoriam and Today
日本基督教青年会同盟 天よりの大いなる声 東京トリビュン社
大野允子 あなたへ1945年ヒロシマ8月6日のない日記 あすなろ書房
奥田貞子 ほのぐらい灯心を消すことなく
こばと幼稚園平和教育委員会 真っ赤な原子雲 汐文社
ジョン・ハーシー ヒロシマ 法政大学
松本卓夫・四　一郎 その日の広島キリスト者の原爆体験 新教出版
峰谷道彦 ヒロシマ日記 法政大学
メアリ・マクミラン ヒロシマのこだまに 渓水社
神田三亀男編 原爆に夫を奪われて 岩波新書
小井手桂子 ピカドンの青春 三修社
伊藤壮 1945年8月6日ヒロシマは語りつづける 岩波ジュニア新書
臼井久夫 幻の声NHK広島8月6日 岩波新書
広岩道広 青桐の下で－語り部沼田鈴子ものがたり 明石書房
高橋昭博 ヒロシマいのちの伝言 平凡社
堀場清子 禁じられた原爆体験 岩波書店
江成常夫 記憶の光景十人のヒロシマ 新潮社
原田東岷 平和の瞬間二人のひろしまびと 勁草書房
菅原憲義 遺言丸木の50年 青木書店　1996
河合藤子 水主町官有103番地が消えた日 家族社
NHK広島局原爆プロジェクトチーム ヒロシマ爆心地生と死の40年 日本放送出版協会　
松原美代子 原爆の絵アメリカを行く 日本放送出版協会
暁会 「閃光」その救援 暁会（橋本印刷）
日本キリスト教団信濃町教会 戦後50年に思う 信濃町教会
小倉豊文 絶後の記録　広島原子爆弾の手記 中央公論社
小倉豊文 ノーモアヒロシマ50年後の空洞と重さ 風潮社
小倉豊文 The Atomic Bomb and Hiroshima リーベル出版
広島県宗教連盟 平和と慰霊追悼の歩み 広島県宗教連盟
平岡敬 希望のヒロシマ 岩波新書
小谷瑞穂子 ヒロシマ巡礼　バーバラ・レイノルズの生涯 筑摩書房
亀井博・細川浩史 森脇瑤子の日記 平和文化
広島市 広島の都市計画
林重男 爆心地ヒロシマに入る－カメラマンは何を見たか 岩波ジュニア新書
中国放送 広島との対話－被爆25周年記念テレビ特別番組
浜井信三追想録編集委員会 浜井信三追想録　至誠・愛・平和 中本印刷
中国新聞社編 インタビュー米の18人　核時代昨日今日明日 中国新聞社
栗原貞子 反核詩集　忘れじのヒロシマわが悼みうた 詩集刊行の会
中国新聞社編・著 ユネスコ世界遺産原爆ドーム21世紀への証人 中国新聞社
山本志津子 八月のドーム あったか編集工房
山本志津子（翻訳山本正人） 八月のドーム あったか編集工房
松元寛 ヒロシマという思想 東京創元社
中国新聞労働組合編 ヒロシマへの手紙　"初の原爆新聞"反響集 中国新聞労働組合
植野浩 ヒロシマ散歩 汐文社
広島市 広島（平成8年市政要覧） 広島市
長崎高女４２回生 あの日あの時被爆体験記 長崎高女４２回生
アリス･ハーズ ある平和主義者の思想 岩波新書
大江健三郎 ヒロシマ・ノート 岩波新書
伊藤ハルエ 焼土にも春が 広島市
大江健三郎 沖縄ノート 岩波新書
広島市老人クラブ連合会 私たちの思いを次世代へ 広島市老人クラブ連合会
ジョン・ハーシー ヒロシマ 法政大学出版局
ヒロシマ25年史編集委員会 世界連邦運動ヒロシマ25年史 世界連邦　　同盟広島協議会
フロイド・シュモー 日本印象記 広島ピースセンター
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時事問題研究所編 平和への悲願をこめて 時事問題研究所
ヒロシマを知らせる委員会編　文沢隆一 続ヒロシマを語る十冊の本 労働教育センター
家永三郎、小田切秀雄 日本の原爆記録ヒロシマ日記 日本図書センター
戦争犠牲者を心に刻む会 单京大虐殺と原爆 東方出版
奥藤真重 米軍資料　原爆投下の経緯 東方出版
田村慶子 ヒロシマの夜の病棟から 太平出版社
日本原水爆被害者団体協議会編 ヒロシマ・ナガサキ　死と生の証言 新日本出版社
広島市 戦災復興事業誌 広島市都市整備局
秋田正之編 全滅した広島中一年生父母の手記集　星は見て 鱄書房
松岡鶴次 黒い蝶　原爆前後の手記 季節社
崔英順 ヒロシマを持って帰りたい 韓国被爆者を救援する会
石田明 ヒロシマの母の遺産 労働教育センター
日本キリスト教団経堂北教会 私の戦争体験を語る 経堂北教会
ヒロシマ平和のリボンの会 ヒロシマ　平和のリボン 平和のリボンの会
Miyko Watanabe Peace Ribbon Hiroshima Peace Ribbon Hiroshima
広島市議会 広島市議会総論・明治編 広島市議会
広島市議会 広島市議会総論・昭和編 広島市議会
広島県立広島第一中学校王午会 それぞれの「黒い雨」 複製
県被爆教職員の会 ヒロシマへの旅 県教育用品
平和国際教育委員会 ヒロシマ修学旅行ハンドブック 平和文化社
広島女学院教職員組合 夏雲 中京印刷
原田東岷 母と子でみる　ヒロシマに生きて　ある外科医の 草の根出版会
原田東岷 ヒロシマの外科医の回想 未来社
原田東岷 ヒロシマ歴程　外科医の回想 未来社
原田東岷 平和の夢を追い続けて 影書房
原田東岷 ヒロシマのばら 未来社
原田東岷 ひろしまからの発信 中本印刷
原田東岷 平和の瞬間 勁草書房
原田東岷 Moments of Peace ガリバープロダクツ
原田東岷 ヒロシマに生きて　ある外科医の回想 草の根出版会
NHK広島「核・平和」プロジェクト NHKスペシャルセレクション　原爆投下10秒の衝 日本放送出版教会
広島文学資料保全の会 行季の中から出てきた原爆の詩 暮らしの手帖社
児玉克哉編 世紀を越えて　爆心復元運動とヒロシマの思想 中国新聞社
市岡英史 広島は火の海だ　原爆にあった兵士の証言 恒文社
今堀誠二 中国と私そしてヒロシマ 渓水社
原爆平和教育推進編集委・原爆被爆教職員の
会

”ひろしま”から学ぶ－高校用原爆・平和教育教
材資料（思案）－

広高教組

宇吹暁 原爆手記掲載図書雑誌総目録 日外アソシエーツ
田坂正利編 部落問題と原爆の町 部落問題研究所
内田豊 ドーム崩れる日 広島プリント社
宗藤尚三 ヒロシマと平和の福音 新教出版社
井上義國 「あの日」前後広島原爆記 関西ジャーナル社
原爆被害者相談員の会編 被爆者とともに 中国新聞社
被爆者の自分史編集委員会 生きる－被爆者の自分史第二集 被爆者の自分史編集委員会
伊藤荘 1945年8月6日ヒロシマは語りつづける 岩波ジュニア
長崎総合科学大学平和文化研究所 ナガサキ－1945年8月9日 岩波ジュニア
渡辺浩 15歳のナガサキ原爆 岩波ジュニア
平岡敬 希望のヒロシマ　市長はうったえる 岩波ジュニア
広島県被団協史編集委員会 核兵器のない明日を願って 岩波ジュニア
中村朊子 Hiroshima and Nagasaki
玉垣作一記念文集 原爆の下裸ににて立てり
土門拳 生きているヒロシマ 築地書館
田渕実夫編 ふるさとの思い出写真集-明治、大正、昭和、広 図書刊行会
広島高校生平和ゼミナール広島県歴史教育者
協議会

ドキュメンタリー　原爆遺跡 平和文化

文那須正幹 絵で読む広島の原爆 福音書館
大石芳野 ヒロシマ半世紀の肖像 角川書店
土田ヒロミ ヒロシマコレクション NHK
中国新聞社 被爆50年写真集ヒロシマの記録 中国新聞
広島市 ヒロシマの被爆建造物は語る 広島原爆資料館
広島市 広島ヒロシマHIROSHIMA NAGASAKI ヒロシマ現代美術館
森下一徹 被爆者たちHIROSHIMA 小峰書店
LIFE LIFE AT WAR
郷土出版社 目で見る広島市の100年 郷土出版社
広島銀行 目で見る思い出の記録激動の中の日本と世界 広島銀行
米国調査団 別冊ヒロシマ　焦土の全景
子供たちに世界に被爆の記録を贈る会 原子爆弾の記録ヒロシマナガサキ 三省堂
文那須正幹 絵で読む広島の原爆 福音書館
丸木佳里・丸木俊 原爆の図 丸木美術館
四国五郎平和美術館 Aひろしまの母子像　Bひろしまの街 四国五郎画集刊行委員会
日本放送協会 劫火を見た－市民の手で原爆の絵を 日本放送出版協会
黒川万千代編 原爆の碑 新日本出版社
広島市 街と暮らしの50年 広島市総務局公文書館
NHKスペシャル 核兵器はこうして裁かれた
NHKにんげんドキュメント 語り継ぐ広島被爆者たちの日々
S.ブルッフフェルト/P.A.レヴィーン 語り伝えよ、子どもたちに みすず書房
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百年の愚行 紀伊国屋書店
海野福寿 韓国併合 岩波新書
早乙女勝元 東京が燃えた日 岩波新書
伊波園子 ひめゆりの沖縄戦 岩波新書
早乙女勝元 戦争を語り継ぐ 岩波新書
大賀和男 日本軍は中国で何をしたか 葦書房
ロバート・キャパ Caps's Life 東京富士美術館
アンネ・フランク アンネの日記 文芸春秋新社
谷川俊太郎 おにいちゃん死んじゃった 教育画劇
朴裕河 和解のために 平凡社
NHKスペシャル 映像の世紀No.1-4
NHKスペシャル 映像の世紀No.5-8
NHKスペシャル 映像の世紀No.9-11
伊藤眞理子 あしたきらきら
加藤常明 ますます豊かに愛に生かされるために カセットテープ
加藤常明 私たちを生かす最大のカリスマ カセットテープ
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